
英語表現リスト（提出順） 

※Ｆは Focus on Language で取り上げている表現。 
 

第 1 課（ステップ１） 

Ｆ ～そう look (like) …; appear; seem 

 ～たら？ Why don't you do…?; What about doing …? 

 つい～（てしまう） unintentionally 

Ｆ ～ている be …ing (progressive) 

Ｆ ～ている have done; is done (resaltant state) 

Ｆ ～ている repeated or habitual action 

 ～てから after …ing; after having done … 

 ～てくる do something and come 

 ～でしょう confirming presuppositions 

 ～てみる try to do something 

 ～なあ How …!; What …!; I wonder …; I wish … 

 ～のこと about …; related to …; things about … 

 ～ように as; like 

 ～んじゃないか I think that … probably 

 ～うちに while; before; during 

 ～かい？ question marker: yes-no questions in informal speech

 
第 1課（ステップ２） 

Ｆ こそあ あ: shared knowledge; そ:  

 ～さ suffix: -ness; -ty  ex. long ---> length 

 ～し、（～し） and what's more 

 ～じゃない didn't you (just) 

Ｆ そういえば［そう言えば］ That reminds me. 

Ｆ たしか～ if I remember right; I believe 

Ｆ ～っけ。 Now, … 

 ～てくる begin to…; come about … 

Ｆ ～という＋Noun［～という＋名詞］ Noun called … 

 どうしても～（たい） want to ... no matter what/want to … at all costs 

 ～とか and; or; like 

 ～ところ when … 

 ～とも both; all of … 

 ～みたい （＝ようだ） 

 



第 1課（ステップ３） 

 いちども～ない［一度も～ない］ have never done, have not once 

 ～うとする try to do something 

 ～こともある There are also cases/times when … 

Ｆ じぶんでは［自分では］ as for myself/me 

 ～ず（に） don't do something and …; without doing something 

 ～せいで because …; due to … 

Ｆ そのはんめん［その反面］ on the other side/hand 

 ～たことがある have experienced …; have done 

 ～たり、（～たり） do things like ... ; do this & that 

Ｆ ～ところがある there is something … about (him/her) 

Ｆ どちらかといえば［どちらかと言えば］ if anything 

 ～に～ per 

 ～によって by; by means of 

 ～まえに［～前に］ before; in front of … 

 まったく／まったく～ない completely; entirely; quite; completely 

 ～ような like 

Ｆ よくいえば［よく言えば］ in nice terms (good points) 

Ｆ わるくいえば［悪く言えば］ to speak bluntly/to put it bluntly (bad points) 

 



第２課（ステップ１） 

Ｆ ～たら conditional: if…, temporal: when … 

 ～つもりで、～（する） with the intention of  … 

Ｆ ～で～がある There is (an event) at (a place) 

Ｆ ～というのは～ということです it means that … 

Ｆ ～というのは～のことです mean; the meaning of … is; what … means is 

Ｆ ～なら if it is the case …/if … 

 ～なんか and so on; and the like（＝など） 

Ｆ ～に～がある There is something in/at (a place) 

Ｆ ～は～にある something is in/at (a place) 

 
第２課（ステップ２） 

 ～あいだに［～間に］ while …; during … 

Ｆ ～たほうがいい it would be better to do …; had better do … 

Ｆ ～てある has been done; be done 

Ｆ ～ておく do something in advance 

Ｆ ～ておく let something remain as it is 

 ～てくれない？ Won't you do … for me? 

Ｆ ～といい it would be a good idea to … 

 どんなに～ても no matter how … 

 ～ない Why don't …? 

 ～ばいい you should; just … 

Ｆ まだ～ていない has not yet done … 

Ｆ まだ～ている still; yet 

 ～までに by; no later than; by the time (when) 

Ｆ もう～た has already done ... 

Ｆ もう～ていない no longer, not any more 

 ～んじゃない Wouldn't it … ? 

 
第２課（ステップ３） 

 いっぽう［一方］ on the other hand; whereas 

 ～からつたわる［～から伝わる］ be introduced 

Ｆ ～でもっとも～のひとつです one of the most … in … 

Ｆ ～といえば［～と言えば］ Speaking of … 

Ｆ ～として as 

Ｆ ～にいちしている［～に位置している］ be located 

Ｆ ～にかこまれている［～に囲まれている］ be surrounded 



 ～にかんする［～に関する］ concerning; about; with regard to; on 

Ｆ ～にせっしている［～に接している］ be close to … 

Ｆ ～にめんしている［～に面している］ face 

Ｆ ～のえいきょうをうける［～の影響を受ける］ be influenced by 

Ｆ もともと originally 

 



第３課（ステップ１） 

 ～そうになる almost … 

Ｆ ～たばかりだ have just done 

Ｆ ～てばかりだ be just doing 

 ～てよかった It was good that …; I am glad … 

 ～とおり（に） as; in the same way as 

Ｆ ～ところだ be just about to …/be just …ing/ have just … 

Ｆ ～なくなる not … any more 

Ｆ ～なってくる be getting …; come to … 

Ｆ ～なる become 

 なんとか～する／なんとかなる［何とか～する／何と

かなる］ 

do something (at least)/something will work out. 

Ｆ ～ようにならない haven't reached the state where ... 

Ｆ ～ようになる reach the state where … 

Ｆ ～れる／～られる potential forms of verbs: can do … 

 
第３課（ステップ２） 

 こそ the very …; precisely; only 

Ｆ ～にくらべて［～に比べて］ compared to; in comparison to 

Ｆ ～にたいして／それにたいして［～に対して／それに

対して］ 

in contrast to; whereas 

 ～にたいする［～に対する］ toward; to 

Ｆ ～は～が、～は～だ X is … but Y … 

Ｆ ～ほど～ない not as … as … 

 まるで～よう look as if …; be just like … 

Ｆ ～も～も both … and …; neither … nor 

Ｆ ～ようだ appear; seem 

Ｆ ～ようだ look like; seem 

Ｆ ～ようなきがする［～ような気がする］ feel 

Ｆ ＢよりＡのほうが～だ comparative sentence: A is more … than B 

 
第３課（ステップ３） 

 ～あとで［～後で］ after 

 ～たまま leave as is 

Ｆ ～つもりはなかった had no intention of …ing 

Ｆ ～てしまう have done (something which shouldn't have 

happened) 



Ｆ ～てしまう have done; finish doing 

Ｆ ～てしまう to do … unintentionally 

Ｆ ～てはいけない should not do…; must not do …; cannot do … 

Ｆ ～てもいい may …; it's all right to … 

Ｆ ～なくてもいい do not have to …; need not  

Ｆ ～なければならない have to …; must … 

Ｆ ～わけにはいかない cannot; cannot help …ing 

Ｆ Dic. form＋つもりだ［辞書形＋つもりだ］ intend to … 

Ｆ Ta-form＋つもりだ［た形＋つもりだ］ be convinced that … 

 



第４課（ステップ１） 

Ｆ ～ことにする decide to … 

Ｆ ～ことになる it will be decided that … ; be arranged that … 

 ～じゃないですか What has … [ex. ability got to do with it.] 

Ｆ ～たい want to do … 

 ～ていく do something and go 

Ｆ ～てみたい I'd like to try to … 

 ～なんて [don't worry.] … is a small point 

Ｆ ～ようとおもう［～ようと思う］ I think I will … 

 ～んじゃないですか it will … though; … doesn't it? 

 
第４課（ステップ２） 

Ｆ ～かもしれない might … 

Ｆ きっと surely, certainly 

 ～じゃない don't you think/isn't it? 

 ～じゃない don't you think? 

Ｆ ぜったい（に）［絶対（に）］ absolutely 

Ｆ たぶん probably; perhaps 

Ｆ ～だろう I suppose …; probably 

Ｆ もしかすると possibly 

 
第４課（ステップ３） 

Ｆ じどうし・たどうし［自動詞・他動詞］ intransitive/transitive verbs 

Ｆ ～と、～ If … ; When(ever) … 

Ｆ ～ば conditional: if … 

Ｆ ～ようになっている going to; starting to 

 ～をとおして［～を通して］ through 

 



第５課（ステップ１） 

 ～によると according to … 

Ｆ ～れる／～られる passive forms of verbs: be -ed 

 ～んじゃないでしょうか It's probably the case that …/it's probably because …

 
第５課（ステップ２） 

Ｆ ～かどうか whether or not … 

Ｆ ～こと nominalizing a sentence: that; ...ing; to … 

 ～っぽい suffix: -ish 

Ｆ ～とき［～時］ at the time of ...; when ... 

Ｆ ～の nominalizing a sentence: that; ...ing; to … 

Ｆ Question Wrod＋～か［疑問詞＋～か］ embedded questions 

 
第５課（ステップ３） 

Ｆ ～でしょう I suppose …; probably 

Ｆ ～ということは、つまり～ということだ The fact that … means that … 

Ｆ ～ということもかんがえられる［～ということも考えら

れる］ 

it could also be thought that … 

Ｆ ～はずがない I have no expectation that …; It is improbable that … 

Ｆ ～はずだ I expect that …; I am fairly certain that … 

 ～をもとに based on … 

 



第６課（ステップ１） 

Ｆ ～てあげる do someone a favor by doing … 

Ｆ ～てくれる do me a favor by doing something 

Ｆ ～てもらいたい want someone to do … 

Ｆ ～てもらう receive benefit from an action by someone 

 ～ものだ used to; should like to …; should 

 
第６課（ステップ２） 

 ～ぐらい（は） at least 

Ｆ ～けど although …; though … 

Ｆ ～そう I hear that …; I heard that … 

Ｆ ～てあげてください please do … for … 

Ｆ ～てくれない won't do … for me 

Ｆ ～てもらえない can't get … to …. (for you) 

Ｆ ～てもらってください please get … to … (for you) 

 ～てやる （＝～てあげる） 

 ～なきゃ have to …; must … 

Ｆ ～のに even though; despite …; although 

 
第６課（ステップ３） 

Ｆ かならずしも～とはかぎらない［必ずしも～とは限らな

い］ 

not always; not necessarily 

 かならずしも～ない［必ずしも～ない］ not always; not necessarily 

 ～からといって／だからといって［～からと言って／だ

からと言って］ 

just because …; even if …; even though … 

Ｆ ～さえ～ば if … only; if … just 

 ～じゃないか can't you just 

Ｆ たとえ～ても even if …; no matter … 

 ～ていく go on …ing; grew 

 ～といい I wish … 

 



第７課（ステップ１） 

Ｆ そんけいご［尊敬語］ respectful expressions 

 ～たところ when …; then 

Ｆ ～ために for the purpose of …; for the benefit of … 

 ～とのことです I was told that … 

Ｆ ～ように so as to …/so that … 

Ｆ ～ようにしている be making an effort to … 

Ｆ ～ようにする make an effort to … 

 
第７課（ステップ２） 

Ｆ けんじょうご［謙譲語］ humble expressions 

Ｆ それから after that; and then 

Ｆ ただし but 

Ｆ つぎに［次に］ secondly 

Ｆ まず first of all 

Ｆ また again; and also 

Ｆ ～めは［～目は］ suffix: -th (ordinal numbers) 

 
第７課（ステップ３） 

 ～がちだ tend to …, be apt to … 

 ～さえ／～でさえ even 

Ｆ ～ても even if … 

 どうせ～（なら） in any case; after all; at any rate 

Ｆ ～としたら If …; on the small chance of … 

Ｆ ～としても even if … 

 ～ないかぎり［～ない限り］ unless; as long as one doesn't 

Ｆ ～にすぎない nothing more than; not more than; mere; only; just 

Ｆ ～にたいして［～に対して］ toward; to 

Ｆ ～にとって to; for 

 ～ば～ほど the …, the … 

Ｆ ～べきだ should ..., ought to ... 

Ｆ ～も as many/much/long as 

 



第８課（ステップ１） 

Ｆ ～ことにしている make it a rule to … 

Ｆ ～ことになっている it has been arranged that … 

 ～すぎる too much 

Ｆ ～せる／～させる causative form of verbs: make/have someone do 

something 

Ｆ Causative＋てください［使役＋てください］ Let me …; Allow me to … 

 
第８課（ステップ２） 

Ｆ ～される／～させられる causative passive form of verbs:  

Ｆ ～てほしい want someone to do … 

 どうしても～ない for the life of me; absolutely 

Ｆ Causative＋たい［使役＋たい］ want to let/make someone do something 

Ｆ Causative＋てほしい［使役＋てほしい］ want someone to let me do something 

Ｆ Causative＋てもらいたい［使役＋てもらいたい］ want someone to let me do something 

Ｆ Causative＋てもらう［使役＋てもらう］ be allowed to do … 

Ｆ Causative＋てもらえない［使役＋てもらえない］ not be permitted to do something 

 
第８課（ステップ３） 

Ｆ かえって on the contrary; rather 

Ｆ たしかに～かもしれません［確かに～かもしれませ

ん］ 

I admit that … but … 

Ｆ ～というわけだ On the basis I conclude that … 

Ｆ ～のでしょうか What/How do you think about …? 

Ｆ ～のではないでしょうか I would say that …/it would be … 

 ～ほどではない not as … as … 

Ｆ ～わけじゃない it doesn't means that … 

Ｆ ～わけだ that's why …; no wonder … 

 
APPENDIX 

 ～ことになる end up (with); come to mean that … 

 


